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令和元年度 一般社団法人千葉県バスケットボール協会 

第４回理事会 議事録 

 

日 時  令和２年３月１８日（金） １８時００分～１９時３０分 

会 場  千葉県総合スポーツセンター スポーツ科学センター ３階 

司 会  佐藤総務委員長 

役 員  理事総数 ３７名   本日の出席理事数 ３３名 

監事総数  ２名   本日の出席監事数  ２名 

基本規程 第 19 条により 理事会成立 

 

Ⅰ 会長挨拶 

    昨今のコロナウイルス禍の中お集まりいただき大変恐縮である。２０１１年の東日本大震災 

からもコツコツ復興した我々日本国民は，この苦境を乗り越えていくために，細かくきちんと 

物事を進めていくことが大事だと考える。また，こんな時だからこそバスケットを通じて日本 

を元気にしていきたいという思いである。 

 

Ⅱ 議事  議長：会長（定款：第 32 条） 

第１号議案  定款 一部改定に関する件（総会議案） 

承認 

 

第２号議案  基本規程 一部改正承認に関する件 

【訂正】ｐ４ 【Ｕ１５カテゴリー部会】 

④千葉県Ｕ１５夏季バスケットボールリーグ 

            ⑧千葉県Ｕ１５冬季バスケットボールリーグ 

【Ｕ１８カテゴリー部会】 

⑤千葉県高等学校バスケットボール１年生大会 

⑥千葉県高等学校新人体育大会バスケットボール大会 

承認 

 

第３号議案  令和元年度 事業報告及び競技会等報告に関する件（総会議案） 

【訂正】ｐ１０ ４１ 千葉県高等学校新人体育大会バスケットボール大会 

承認 

 

第４号議案  令和２年度 予算案承認に関する件 

▶トータルとして９９万円ほどの純利益を当期予算としていたがスポンサー利益や講習会 

関係の収入が多く今年度は８９６万８５６９円の純利益になりそうである。 
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▶法人税控除がなくなったので１百万近くの課税があるが，一応目安ではあるが１千万円 

近い額が協会にある。 

▶社員総会の決定になるが，来年度は５７万円ぐらいの純利益を目標に予算を決定していく。 

アンダーガテゴリーの部門に予算を充てていきたい。 

承認 

 

第５号議案  令和２年度 事業計画及び競技会等計画承認に関する件 

▶第３回理事会・忘年会を１週早い計画だったが今年度と同じ２週目の１２月１２日である。 

【訂正】 

ｐ１５  １  中止   春季選手権大会 

ｐ１５  ９  日程変更 7 月５，１２，１９日  

           １７  名称変更 千葉県Ｕ１５夏季バスケットボールリーグ 

日程追加 ８月２３日 

２７  日程追加 １０月１７日 

ｐ１６ ４２  名称変更 千葉県高等学校新人体育大会バスケットボール大会 

承認 

 

第６号議案  県協会 令和 2 年度 組織図承認に関する件 

▶アンダーカテゴリー委員会を特別委員会に設置したため，組織図を改めた。 

承認 

 

第７号議案  Ｕ１５カテゴリー部会旅費規定承認に関する件 

▶以前は中体連のみだったがクラブチームが多く参加し，中体連の旅費規程を適用するのは 

厳しい。 

▶受益者負担で大会参加費を徴収することになったので，協会の基準である規定に合わせた。 

承認 

 

第８号議案  アンダーカテゴリー委員会内規承認に関する件 

▶第 6 号議案によりアンダーカテゴリー委員会が設置されるので内規を作成した。 

   ▶大会における表彰 千葉県ミニバスケットボール連盟→千葉県バスケットボール協会と 

なっていく。 

承認 

 

Ⅲ 専務理事報告及び質疑 

１ 第３回理事会議事録について 

▶執行役員会にて確認済み。ホームページ上に掲載してある。 
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２ 令和 2 年度の理事・監事・名誉役員・オブザーバーについて 

▶ｐ２６ ８ 顧問 石橋至正氏 辞退 

３ 新型コロナウイルス感染症対応について 

▶４月の事業や大会を中止している。 

▶練習が出来ず選手の怪我を招く危険性がある。また，会議や大会の会場にも無理やりやろう 

とするとクレームが入るとご迷惑をかけることになるので考慮して実施してほしい。 

４ 令和 2 年度以降の関東バスケットボール協会について 

▶関東協会に会長をおかずに各都県の専務理事が中心として事業実施をしていたが色々と 

不都合があり会長を置くことになった。本県の野村会長が４月１日から「関東バスケット 

ボール協会」の会長に就任する。 

５ （一社）熊本県バスケットボール協会義援金について 

▶熊本県バスケットボール協会から災害義援金の寄付があった。また，東京都の中体連から約 

４０万円，本県ミニ連盟から約３０万円など様々なセクションから災害義援金をいただいた。 

６ 「実践！グッドコーチング ～暴力・パワハラのないスポーツ指導を目指して～ 」について 

▶いくつかの具体例が掲載されている。バスケットボールの現場から暴力・パワハラ・暴言が 

依然としてなくなっていかないことから，この取り組みがなされている。この会議後に委員 

長，各カテゴリーなどで冊数を相談の上，協会で必要部数を購入し，配付していく。 

７ 不祥事発生防止策について 

▶不祥事発生防止アクションプランを作成したので，各カテゴリーにて周知してほしい。 

   ▶裁定・規律委員会のフローや財務処理のフローもあわせて周知してほしい。 

８ その他 

▶むろた鍼灸の室田さんや船橋整形及び千葉県のドクターたちが中心となってアスリートの 

安全と強化を支援したいという考えから千葉県バスケットボール協会内に「医科学委員会」 

の立ち上げを検討中です。 

▶東京オリンピックのバスケットボールのチケット決勝，準決勝，３位決定戦が協会に割り当 

てられました。理事で希望者は先着希望順としたいと思います。 

 

Ⅳ 報告・連絡事項及び質疑 

今回は速やかに会議を終わらせるという趣旨により会議での連絡事項，質疑は割愛させて 

いただきます。 

１ 各委員会報告及び連絡事項 

(1) 総務委員会          

(2) 財務委員会 

(3) 競技会委員会         

(4) 審判委員会 
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(5) ＴＯ委員会                  

(6) ３×３委員会 

▶２月２２・２３日に行われた第５回３ｘ３日本選手権大会千葉県代表Ｏｐｅｎで 

女子チームＱＵＥＥＮＢＥＥがベスト４入賞 

(7) 競技力向上委員会            

(8) 普及育成委員会 

(9) 指導者養成委員会       

(10) 広報委員会 

(11) 登録管理委員会 

 

２ 各連盟・団体報告及び連絡事項 

(1) トップリーグ         

(2) 社会人連盟 

(3) 学生連盟           

(4) 高等学校体育連盟（Ｕ18 部会） 

(5) 専門学校連盟         

(6) ジュニア連盟（Ｕ15 部会） 

(7) ジュニアクラブ連盟      

(8) ミニバス連盟（Ｕ12 部会） 

①関東ミニバスケットボール大会 (１月４・５日に実施) 

    MX ブロック(男子) 準優勝 八栄 MBC  

WX ブロック(女子) 優勝 明海 MBC girls 

②千葉県ミニバスケットボール大会 (１月 12・19・25・26 日に実施) 

男子優勝 八栄 MBC 女子優勝 明海 MBC girls 

③新型コロナウイルス感染症対策のため中止になった大会及び研修会 

▶千葉県ミニバスケットボール 支部選抜交流会(２月下旬) 

   ▶全国ミニバスケットボール大会  (３月下旬) 

   ▶千葉県ミニバスケットボール連盟 指導者研修会(４月上旬：次年度) 


